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                        令和４年８月   

 京都市会事務局総務課 

  

 

議場見学について 

 

１ 親子ふれあい議場見学会と子ども議場見学について 

    京都市会では、平成１６年３月に市会運営委員会の下、市会改革検討小委員会

を設置し、６次にわたる市会改革の取組を行ってきた。その中の、第２次市会改

革検討小委員会での検討を踏まえ、開かれた市会を推進するため、平成１９年度

から、一般の親子を対象とした「親子ふれあい議場見学会」と、学校教育の一環

として議場を見学していただく「子ども議場見学」を実施している。 

 

 
親子ふれあい議場見学会 子ども議場見学 

目的 

次代を担う子どもたちとその

保護者に、市会及び市政に興

味や関心を持っていただく 

次代を担う子どもたちに、市会及

び市政に興味や関心を持っていた

だく 

対象 

京都市内に在住又は通学の小

学４～６年生の児童とその保

護者 

京都市内の小学校（国立・私立含

む。）４～６年生までの児童及び

中学生（国立、私立含む。） 

開催日 

１１月上旬（年１回） 学校の依頼により随時実施（社会

科のカリキュラムの中で政治関係

を学ぶ時期に合わせて主に実施） 

見学時間 

各１時間３０分 

（午前・午後の２部構成） 

約１時間 

※  学校側の要望を踏まえ、見 

学時間を変更する場合がある。 

参加人数 

各２５組ずつ 

※  新型コロナウイルス感染拡 

大に伴い、各２０組ずつに変 

更（令和２年度～） 

５０人程度 

※  新型コロナウイルス感染拡大

に伴い、３８人程度に変更

（令和２年度～） 
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周知方法 

・チラシ、ポスターの配架 

（市営地下鉄、各区役所・支

所、運動施設や図書館等京都

市保有の一部施設、市内の小

学校） 

・広報紙への掲載 

（京都市会だより、あつま

れ！京わくわくのトビラ） 

・ホームページ等への掲載 

（京都市情報館、市会ホーム

ページ、あつまれ！京わくわ

くのトビラのホームページ、

市会フェイスブック） 

教育委員会事務局を通じて、案内

文を小学校に配布。 

募集（申込）方法 

京都いつでもコール（市政の

手続きやイベント等に関する

お問い合わせ受付サービス）

へ家族単位で直接申込み。 

（電話、ＦＡＸ、ホームペー

ジの申込フォーム） 

市会事務局へ学校単位で申込み 

運営人数 

８人 

（局長、次長、総務課職員６人） 

※  議員は１人（議長） 

３人 

（内１人会計年度任用職員） 

※  議員は１人（議長） 

予算 

令和４年度 164,000 円 

・集合写真現像費 10,000 円 

・チラシ・ポスター印刷費

149,000 円 

・イベント保険料  5,000 円 

なし 

配布物 

市会だより、市会概要リーフ

レット（「おしえて！京都市

会」、「私たちの市会」）、

市会ＰＲグッズ（ストーンフ

ァイル、シャープペンシル、

付箋、エコバック）、タイム

スケジュール、議事日程（模

擬本会議用資料）、演壇発言

についての説明資料、市庁舎

概略図、議席図、アンケート

用紙 

市会だより、市会概要リーフレッ

ト（「おしえて！京都市会」、

「私たちの市会」）、市会ＰＲグ

ッズ（ストーンファイル、シャー

プペンシル、付箋） 
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２ 見学内容 

時間 見学内容 

10:00 受付開始 

10:30 開会挨拶、概要説明  

10:35 市会紹介ＤＶＤ放映 

10:50 議長挨拶 

10:55 記念撮影 

11:00 説明（議場について） 

11:20 説明（会議の流れ） 

11:25 模擬本会議（起立表決体験） 

11:40 演壇での発言 

11:50 質疑応答、アンケート記入及び終了挨拶 

12:00 終了（希望者は議長席体験及びＶＲ体験） 

 

※  表の網掛け部分の見学内容は、親子ふれあい議場見学のみ。   

ただし、学校側から要望があれば、子ども議場見学について、内容を変更 

し実施する場合がある。 

 

 

３ 参加状況（直近３年分） 

（１）親子ふれあい議場見学会 

  令和３年度 令和２年度 令和元年度 

組数 ３８（５９） ３２ ３３ 

参加者数 ８６（１１９） ７３ ７５ 

※  令和３年度は、申込後抽選で決定。（ ）の数は申込数。 

それ以前は、先着順で決定。 

 

（２）子ども議場見学 

  令和３年度 令和２年度 令和元年度 

学校数 ８ １２ ２２ 

子ども数 １５２ ２７８ ４１１ 

   

（参考）令和３年５月１日時点 

    京都市内の小学校数         １７７校（うち義務教育学校９校）

生徒数（小学４～６年生）      ３２，６５５人 

京都市内の中学校数           ９９校（うち義務教育学校９校） 

    生徒数              ３５，６６７人           
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４ 「親子ふれあい議場見学会」の評価について 

  「親子ふれあい議場見学会」では、次回以降の見学会がよりよいものとなるよ

う、参加者に対してアンケートを実施したり、職員による事後ミーティングを行

ったりしている。 

  

（１）令和３年度アンケート結果 

（ア）アンケート回答者数    

児 童 ３９人 

保護者 ３８人  

 

（イ）主な質問内容と回答状況 

質問項目 回答内容 児 童 保護者 

見学会の感想 良かった 100％ 95％ 

見学会の時間 

ちょうどよい 69％ 92％ 

もっと長く、詳しく教

えてくれてもよい 
18％ 3％ 

長い 10％ 5％ 

見学会の説明内容 

だいたい分かった 

（ちょうどよい） 
77％ 89％ 

難しすぎた 5％ 8％ 

もっと難しいことも教

えてほしい 

（簡単すぎた） 

18％ 0％ 

ＤＶＤの感想 

良かった 90％ 92％ 

良くなかった 5％ 3％ 

模擬本会議の感想 

本会議がどのようなも

のか分かってよかった 
90％ 71％ 

実際の本会議を見てみ

ようと思った 
（保護者のみ） 27％ 

市会グッズの感想 嬉しかった 95％ （児童のみ） 

京都市会への印象

の変化 

身近に感じられ、興味

が湧いた 
（保護者のみ） 82％ 

多少興味が湧いた （保護者のみ） 18％ 

あまり変わらない （保護者のみ） 0％ 
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５ 市民への結果周知 

  見学の当日に、市会ホームページ及びフェイスブックでお知らせするほか、京

都市会だよりの紙面において、見学の様子を、写真入りで紹介している。 

 

６ その他（本会議の傍聴に来た子どもに対して、議場見学を行っているか） 

  見学は行っていないが、子どもが傍聴しに来られた際は、「おしえて！京都市

会」のリーフレットや市会ＰＲグッズをプレゼントしている。 
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 見学内容 説明 

１ はじめに 

（１０：３０～） 
今日の見学会の説明をします！ 

２ DVD で学ぼう！ 

（１０：３５～） 

市会
し か い

を紹介する DVD を見て、市会につい

て学んでいただきます！ 

３ 議長
ぎちょう

のお話を聞こう！ 

（１０：５０～） 

京都市会の代表である議長にお話をしてい

ただきます。 

４ 集合写真を撮
と

ろう！ 

（１０：５５～） 

記念にみんなで写真を撮ります。 

写真は後日
ご じ つ

お届
とど

けします！ 

５ 市会議場
ぎじょう

には何があるの？  

（１１：００～） 

市会議場を見ながら、議場の内部について

お話しします！  

６ どうやって話し合っているの？  

（１１：２０～） 

市会の会議
か い ぎ

の流れについて，お話ししま

す！  

７ 本
ほん

会議
か い ぎ

ってどんなもの？ 

（１１：２５～） 

模擬
も ぎ

本会議を見ていただきます。最後は皆
みな

さんに多数決に参加していただきます！ 

８ 演壇
えんだん

で話してみよう！ 

（１１：４０～） 

小学生のみなさんに、演壇で話す体験をし

ていただきます！  

９ アンケートに答えてね！ 

（１１：５０～） 

アンケート用紙をお渡ししています。 

今日の感想
かんそう

を教えてください！ 

親子ふれあい議場見学会 

今日のよてい 


